
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   詳細はホームページでご確認ください。http://www.ecfa.or.jp/japanese/index.html 

開発コンサルティング企業 

業界説明セミナー 

6/30
大阪 

「開発コンサルタント」は、世界中の開発途上国で、ODA（政府開発援助）や⺠間投資プロジェクトの最前線で、技術⼒・専門性を活かした
コンサルティング業務を⾏っています。本イベントでは、開発コンサルティング業界へご関⼼をお持ちの⽅々に、開発コンサルティング企業での仕事
について理解を深めていただくためのセミナーの他、実際に開発コンサルティング企業の⽅（開発コンサルタントや⼈事担当者）と直接お話しでき
る機会をご提供いたします。開発援助の仕事にご興味のある⽅は是非この機会にご参加ください。 

【日 時】2019年6月30日（日）14：15－17：15 
【会 場】⽴命館 大阪梅田キャンパス 5F 演習室２+多目的室 

(大阪市北区⼩松原町2-4 大阪富国生命ビル5階・14階) 
【対 象】開発コンサルティング企業で働くことに関⼼のある⽅ 

※大学生・大学院生（留学生含む）も参加可、ビジネスレベルでの日本語能⼒必須 
【申込み】以下のフォームもしくはQRコードよりお申込みください。＜締切：6/24＞

https://sec26.alpha-lt.net/ecfa.or.jp/sseminar.htm 
※応募多数の場合は、締切前に受付を終了させていただく場合もございます。 

【問合せ】ECFA 河野 Tel：03-3593-1171  E-mail：kono@ecfa.or.jp 
【主 催】一般社団法⼈海外コンサルタンツ協会（ECFA）【後 援】国際協⼒機構（JICA） 

参加費無料 
要事前申込み 

中途・国内技術者歓迎 
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開発コンサルティング企業
http://
ECFA
メールでお知らせするサービスを⾏っています（不定期）。登録は無料です。

 
    
 
 
 
 
 
 
 
  

【PARTNER
国際キャリア総合情報サイト「
で活躍を目指す⼈材と、国際的な舞台で活動の出来る⼈材を
求めている企業・団体を結び付けるとともに、国際キャリア形成の
ために役⽴つ情報を提供するサイトです。
独⽴⾏政法⼈国際協⼒機構（
「オールジャパンの国際協⼒活動促進」という理念のもと、国際協
⼒に関わる分野についても、
関、開発コンサルティング企業、国際協⼒
⼒関連機関、政府機関・地⽅⾃治体、大学、⺠間企業など、
幅広い実施主体の国際協⼒関連情報を、一元的に発信してい
ます。
業、NGO
の国際協⼒を実施している団体が多数登録し

連絡先：東京都新宿区市谷本村町
E-mail:
URL:

14：15-15
●国際協⼒
●開発コンサルタント概要
●参加企業の紹介

※セミナーのみの参加の方も事前申し込みが必要です。
 

15：15-

スケジュール 

    

開発コンサルティング企業
http://www.ecfa.or.jp/japanese/pr/support/index.htm
ECFA や会員企業による開発コンサルタントを理解いただくための情報（各種イベント、求⼈情報等）を
メールでお知らせするサービスを⾏っています（不定期）。登録は無料です。
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幅広い実施主体の国際協⼒関連情報を、一元的に発信してい

 PARTNER には、開発コンサルティング企業を含む⺠間企
NGO などの非営利法⼈、

の国際協⼒を実施している団体が多数登録し

連絡先：東京都新宿区市谷本村町
mail: jicahrp@jica.go.jp

URL: http://partner.jica.go.jp/

15：15 
国際協⼒を仕事にする

●開発コンサルタント概要
●参加企業の紹介 

※セミナーのみの参加の方も事前申し込みが必要です。
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JICA PARTNER ブースでは国際協⼒⼈材全般の相談が、ECFA ブースでは、開発コンサ
ルタント全般に関わる相談ができます。 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  
 
 
 
セミナー「開発コンサルタントの概要」以外の時間は、総合的な相談を受け付けます。 
 
 

 
 

一般社団法⼈ 海外コンサルタンツ協会（ECFA） 

ところで、ECFAってなに？ 
ECFAは、1964年に設⽴された公益法⼈で、我が国開発コンサルティング企業等の海外事業活動の振興、品位の確⽴、質の向上、
内外関係機関との交流及び協⼒、海外コンサルティングに関する調査研究等を⾏うことにより、コンサルティング産業の健全な発展を図
り、もって国際経済の発展及び国際協⼒の促進に寄与することを目的として活動しています。 

よくある質問 
Ｑ．開発コンサルタントについて何も知らないのですが、参加できますか？  
Ａ．はい、参加できます。まずは、セミナーでお話しを聞いてみましょう。 
Ｑ．学生ですが参加できますか？ 
Ａ．はい、参加できます。直接、開発コンサルティング企業の⽅とお話ができる良い機会ですので、お気軽にご参加ください。 
Ｑ．個別相談の事前予約はできますか？ 
Ａ．いいえ、できません。どうしても相談したい企業がある場合は、「参加企業紹介」の連絡先に直接お問合せください。 
Ｑ．セミナーを聞くだけでも参加できますか？ 
Ａ．はい、参加できます。セミナーのみの参加も事前登録が必要ですのでよろしくお願いします。 
Ｑ．何となく国際協⼒に興味があるのですが、相談できますか？ 
Ａ．専門や経験などがないけれども、国際協⼒に関わりたいと思っている⽅は、JICA PARTNER ブースで相談してみましょう。 
Ｑ．服装の基準はありますか？ 
Ａ．特にありません。 
Ｑ．開発コンサルティング企業への転職を希望しています。履歴書を持参した方が良いですか？ 
Ａ．既に転職を具体的にお考えの⽅は、ぜひ履歴書をお持ちください。国内での経験者も歓迎しています。 
Ｑ．昼食を食べるところはありますか？ 
Ａ．会場内及びホールでの飲食はできません。周辺の飲食店をご利用ください。 


